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会の告知板
【部会予定】

9 月 16日(金) 女性サークル「築地でお寿司を！」 11:00 築地本願寺正門

9 月 23日(金) ウォーキング部会(第 56回)「高麗の巾着田を散策」 09:45 東久留米駅改札口

9 月 29日(木)  映画鑑賞会「花嫁の父」  13:30 成美教育文化会館

9 月 30日(金) Ｉ・Ｒ・Ｓ(いろいろスポーツ) バドミントン 10:30 東久留米ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

10 月 2日(日) ラグビー観戦部会「対筑波戦」 14:00 秩父宮ラグビー場

10 月 2日(日) 2016 年度第 3回役員会 16:00 生涯学習センター

10 月 3日(月) ゴルフ部会「稲門例会」 08:30 美里ゴルフ倶楽部

10 月 16日(日) 秋の旨いもの会「西東京いこいの森バーベキュー」 13:30 西東京いこいの森

10 月 22日(土) 太極拳の集い 15周年記念パーティ 12:00 成美教育文化会館

10 月 30日(日) 野球早慶戦観戦部会 10:30 東久留米駅改札口

11 月 6日(日) ラグビー観戦部会「対帝京戦」 14:00 秩父宮ラグビー場

11 月 8日(火) ゴルフ部会「東久留米三田会定期戦」 08:35 熊谷ゴルフクラブ

11 月 6日(日)～7日(月) 旅行同好会「長岡、瀬波温泉、弥彦神社」 06:45 東久留米市役所前

11月 23日(祝) ラグビー観戦部会「対慶応戦」 14:00 秩父宮ラグビー場

11月 26日(土)～27日(日) 囲碁部会合宿 ＜秩父 越後屋旅館＞

12 月 4日(日) ラグビー観戦部会「対明治戦」 14:00 秩父宮ラグビー場

＜各部会定例活動一覧＞

部 会
9 月 10月

日 曜 時間 場所 日 曜 時間 場所
女性サークル 16 金 11:00~ 築地でお寿司 12 水 10:30~ 中央町地区センター

囲 碁 25 日 13:00~ 成美教育文化会館 23 日 13:00~ 成美教育文化会館

俳 句 18 日 13:00~ 生涯学習センター 16 日 13:00~ 中央町地区センター

書 道 11 日 13:00~ 生涯学習センター 9 日 13:00~ 西部地域センター

太極拳

3 土 10:00~12:00 成美教育文化会館 1 土 10:00~12:00 成美教育文化会館

10 土 10:00~12:00 成美教育文化会館 15 土 10:00~12:00 成美教育文化会館

24 土 10:00~12:00 成美教育文化会館 22 土 10:00~12:00 成美教育文化会館

― ― ― ― 29 土 10:00~12:00 成美教育文化会館

＜東久留米稲門会恒例イベント＞

今年の「秋の旨いもの会」は、青空の下でのバーベキューです！
日 時：10月 16 日（日） 13：30～16：00 （雨天でも決行）

場 所：西東京いこいの森 西東京市緑町 3-2（042-467-2391）

参加費：＠3,000 円（20代、30代の若手校友は無料ご招待です）

参加申込：メールか℡、または同封のハガキで事務局あて

9 月 30 日迄に。 ※詳細は、同封のチラシを参照してください。

平成２８年 ９月１０日発行
発行責任者 安次峰暁

編集責任者 別処尚志

第９０号 早稲田大学校友会東久留米稲門会
E-mail:satoru_ajimine@hotmail.co.jp
http://higashikurume-toumonkai.com/
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【大学・校友会関係】

10 月 5日(水) 稲門祭実行委員会 18:30 井深記念講堂

10 月 8日(土) 早稲田大学校友会秋季代議員会 16:00 大隈講堂

10 月 23日(日) 稲門祭 終日

11月 13日(日) 校友会三多摩支部大会 ＜あきる野ルピア＞

会の報告

◎役員会報告 平成 28年度第 2回役員会が 8月 6日(土)16：00～生涯学習センターにて開催された。

＜議事録概要＞

１．大学・校友会・近隣稲門会・三田会関係

(1) 7月 2日(土) 早稲田大学商議員会の報告（安次峰、高橋出席）、今回の任期 2016.6.1～2020.5.31
会長は亀井セブンホールディング社長

(2) 8 月 11日(木)東村山稲門会納涼会 (安次峰、高橋出席予定)
(3) 8 月 28日(日)三多摩会長会 (安次峰、高橋出席予定)
(4) 6 月 12日(日)西東京稲門会総会(安次峰、河村出席)会長以下役員改選

２．秋の旨いもの会

(1) 案内対象先：会員、20代・30代の若手校友の招待 212名、及び 50代～70代校友 7名

(2) 日時：10月 16日（日）13時より

(3) 担当者：安次峰、渡辺、別処、小山田、小牧、塚越、小野、片平、船津、高橋、吉田、山口、

河村、吉川、石寺 (今回欠席の方はご了承ください)、 9月及び 10月に打合せ実施。

３．新年会：平成 29年 1月 29日(日)14時より

４．会費納入状況：月末未納者 28名から 14名に減少したが 9月の.ポストマンで督促をする。

５．広報関係：＜ホームページ＞： 規約以下ホームページの変更を 8月末目途に完了させる。

各部会のホームページ担当者選任を依頼。

  ＜東稲ニュース＞：記事の募集、印刷日時 9月 7日(水)17時より

６．サークル・部会関係の報告

  ウォーキング：8月 2日、参加者 5名、ガイドが不慣れでラフティングボートの転覆事故を目撃

７．その他：次回役員会、10月 2日 16時より、生涯学習センターの予定

◎8月 11日(祝) 東村山稲門会納涼会

午後 5 時から東村市のサンパルネ・コンベンションホールに於いて創立 20 周年記念納涼会が開催さ

れた。当会からは、安次峰会長、高橋事務局長が出席、参加者は、会員が 65 名、各稲門会、三田会、

学生等来賓が 50名で総勢 115名であった。

當間会長より、出席者へのお礼及び創立 20 周年の挨拶で開会、當間会長知り合いの久米川お囃子会

の獅子舞、ひょっとこの踊り約 30 分間には、感嘆した。毎年、東村山のお祭りに久米川のお囃子が出

演するので是非参加を勧めます。その後、有志のハーモニカ演奏、ビンゴゲームを開催、安次峰会長が、

高額な金券を受領する。校歌斉唱にて閉会。                     髙橋哲男記

◎8月 28日(日) 三多摩支部会長会

福生市に於いて三多摩支部会長会があり、安次峰会長、髙橋事務局長の 2名で参加。主な決議事項と

しては、三多摩支部のブロック編成と次年度以降の主幹稲門会の順番の変更があり、東久留米稲門会は

東部ブロックの編成となって、2020年に東村山、清瀬とともに主幹(当番)稲門会となる。また、今年の

三多摩支部大会は 11月 13日(日) あきる野市「あきる野ルピア」で開催。      安次峰暁記
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8月 12日「バドミントン」参加の面  々  左から 3人目がコーチの中澤氏  撮影：片平会員

部会報告
＜Ｉ・Ｒ・Ｓ （いろいろスポーツ）部会＞

誕生したばかりのＩ・Ｒ・Ｓ（いろいろスポーツ）部会ですが、キャッチボールを手始めに、卓球、

バトミントンと、オリンピックでメダルを獲得した種目を中心に楽しんでいます。今後は他のスポーツ

にもチャレンジしていこうと考えています。7月 8月の活動は以下の通りでした。

特に第10回(8/12)には、バドミントンの選手だった中澤氏をコーチとして招聘し、ラケットの握り方

をはじめ、基本の動作や試合ルール等の説明を受け、少しずつ「本格的」になってきたように思います。

NO8 ：7/15    バドミントン ８名

NO9 ：7/29 同上   ５名

NO10 ：8/12 同上   ９名 (コーチ招聘)

NO11 ：9/2 同上   ７名 (コーチ招聘)

当部会は入会手続き等不要です。次回予定はホームページの「お知らせ」にてご案内いたします。

参加人数把握のために、参加希望の時は、渡辺(042-478-6023）までご一報ください。  渡辺真司記

＜カラオケ部会＞  7 月 30 日(土)「カラオケを楽しむ会」

今年は、ご当地の梅雨明けが平年より7日遅れ、明けた途端30度超え、急な暑さで体調が思うに任せ

ず、ストレスも溜まりますが、こういう時こそ、憂さ晴らしを兼ねお腹の底から声を出すことがいいお

薬になります。当日は隅田川花火大会、明日は都知事選、1週間後はリオ･オリンピックとビッグイベン

トが目白押しですが、一応それはそれとして、暑さにうんざりしている方、夏こそわが季節と思ってい

る方など、総勢13名がいつものホームグラウンドに相集い、それぞれ思いのたけを歌に託して、暑気払

いと洒落込みました。

ママのご好意で、ひととき、稲門会の貸し切りタイム、気の利いたお手製のディシュも添えられ、気

心の知れた仲間うちで、勝手なことを言いつつ、ガソリンを補給しながら、徐々に盛りあがり、オンス

テージの方以外は、みな音楽評論家と化し、好評、酷評、珍評、拍手など、ない交ぜになって、夏の夜

はアッという間に過ぎていきました。
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頃はよし、村上さんの音頭で、フィナーレを飾るに相応しい「都の西北」を、みんなで肩を組ながら

声高らかに歌い上げ、気分もすっきり、暑さもどこかへ遠ざかり、まだ、街灯の光が残る中、夏の夜空

を仰ぎつつ、三々五々家路につきました。なお、残業規制はありませんので、まだお時間のある方、お

元気と思っている方は、夜の更けるまで勤しんで、エンジョイしていました。

曲目次のとおり（敬称略、歌の順、最初の3曲）。

1. 帆角 信美 ①もう一度逢いたい ②羽田発7時50分 ③長崎は今日も雨だった

2. 長谷山勝美 ①霧笛が俺を呼んでいる ②花も嵐も ③博多の女

3．渡辺 真司 ①夏の思い出 ②お嫁においで ③夏の日の想い出

4．髙橋 哲男 ①見上げてごらん夜の星を ②そして神戸 ③三都物語

5. 比護喜一郎 ①北へ ②霧子のタンゴ ③北の旅人

6．髙栁 康夫 ①だれかが風の中で ②長崎の女 ③長い夜

7. 山口 謙二 ①城ヶ崎ブルース ②恋 ③よこはま物語

8. 東海 俊孝 ①酒と泪と男と女 ②季節の中で ③みちのく一人旅

9. 後藤 秀作 ①少年時代 ②プライド ③風の盆恋歌

10.安藤 信雄 ①みちづれ ②王将 ③踊子

11.安次峰 暁 ①花言葉の唄 ②高原のお嬢さん ③伊豆の佐太郎

12.平山 正徑 ①酒場の金魚 ②東京キッド ③黄昏のビギン

13.村上 万里 ①海の声 ②愛人                         髙栁康夫記

＜ウォーキング部会＞  8 月 2 日(火)  第 55 回「御岳渓谷遊歩道を歩く」 “盛夏に涼を求めて”

当初予定の7月26日(火)は、1週間前までの天気予報は良かったのですが、期近になるに従って憂鬱

になり、結局1週間後の8月2日(火)の実施となりました。今回は、散策山歩き部会との最初の合同開

催ということもあり、あちこちを捜してそれにふさわしい良い場所を選んだと思っており、多くの参加

暑い中、カラオケに集合した 13名の参加者
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者を期待しておりました。当日の天候は曇りで、懸念していた猛暑もなく多摩川に沿った渓谷のウォー

キングには絶好の天候でしたが、当初予定から期日がずれてしまった影響は大きく、参加者5名と通常

に比べて1/3という寂しいことになったのが残念でした。

ＪＲ軍畑(いくさばた)駅から青梅街道に沿って 200ｍくらい上流に向かって歩き、御岳渓谷遊歩道入

口から川沿いの遊歩道に下りました。この辺りは多摩川の上流域ですが、折からの雨続きで水量豊富な

上に、川底まで透き通って見える清流は見た目にも涼しく、それに沿って歩みを進めることの爽やかさ

は、街中のチリ芥、喧騒等はどこの世界のことかと忘れさせてくれました。鮎釣りの太公望が点在して

いましたが終着迄釣り上げるところを見ることが出来ないまま、夏休みであろう、ラフティングでの川

下りに興じる数グループの子供達に手を振りながら、整備された、木陰の道を上流へと辿りました。

楓橋に至り、その名のついた吊り橋を渡河しながら渓谷の絶景を堪能し、対岸の中国蘇州に関わりを

持つ寒山寺を参拝。質素とも言えるお堂に、張継の「月落ち烏啼いて霜天に満つ----」の碑が立派でし

た。橋を戻り、澤乃井の銘柄で有名なご当地小澤酒造の純米酒を贖い、昼食を使うべく河原に下りまし

た。清流の水音と川面を渡る涼風を肴にして回し飲みした酒は格別のもので、大きな瓶でなかったこと

もあり瞬く間に各位の胃の腑に収りました。

当初予定では、更に上流の杣の小橋、神路橋までの歩きを計画していましたが、スマホが同時刻に都

内が豪雨となっていることを伝えていることもあり、近くの御岳橋で打ち切ることとし、急坂を登って

ＪＲ御嶽駅から帰途につきました。打ち上げは、夕刻には間があることもあり、所沢で途中下車し、昼

間から営業している然るべき店にて手仕舞いしました。                東海俊孝記

絶好の天気の中、多摩川の岸辺にて
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＜俳句部会＞

三点句以上 片平るみ記

部会だより

＜ウォーキング部会＞ 9 月 23 日(金) 第 56 回 「高麗の巾着田を散策」“五百万本の曼珠沙華に染まる”

日 時：9月23日(金)   ＊雨天の場合：9月 25日（日）に延期 ＊＊事前申し込み不要

   集合： 9:45 a.m. 東久留米駅改札口 ☆途中参加の方は事前に連絡を！  

        東久留米 9:51発 → 所沢 10:04発 → 飯能乗換10:44発 → 高麗 10:50着

歩行距離：今回は、「歩くことはどうも苦手という方」も大丈夫です。

高麗駅から1.5㎞程度で目的地到着、曼珠沙華の広がる現地で昼食、自由散策(1時間以上)

★地面に敷くブルーシートがあれば、ご持参下さい。

★★希望者があれば2手に別れ：高麗神社参拝（自動車の道に沿って、起伏を往復５㎞超）

昼食の手当てが出来る所：高麗駅から入口迄の間にコンビニ2店、現地に屋台が多数出店見込み

費 用： 参加費300円（昼食時のビール代込）

その他負担：交通費（370円×2＝740円）、入場料300円、食事代等

連絡先：東海俊孝 電話473 - 8566 e-mail  toshi-tokai@kvj.biglobe.ne.jp 

別処尚志  電話475 - 1710 e-mail  t_bessyo@jcom.zaq.ne.jp

今後の予定： 11月下旬 神宮外苑の公孫樹並木、新宿御苑、（明治神宮も候補）

東海俊孝記

＜映画鑑賞会＞ 9月 29日(木) 午後 2時～  於：成美教育文化会館

『花嫁の父』1950年アメリカ映画

愛娘(E,テーラー)の結婚が決まり、家から送り出すことになる

父親(S,トレイシー)の心を、涙と笑いで描くホームコメディ。  

トレイシーが好演。初めて大人の役を演じた18歳のテーラーが

美しい。好評を博し、続編「可愛い配当」（51年）がつくられた。

  監督：ヴィンセント・ミネリ  

配役：エリザベス・テイラー、

スペンサー・トレイシー、

ドン・テーラ

   上映時間：93分            米光慶二郎記

第 192回句会 7月 17日(日) 於:生涯学習センター

兼題「向日葵」 「虹」

羽化終えて震えてをりぬ梅雨の蝶  三田畔巣

ひまわりの花の聞きゐる立ち話   神田尚計

蜘蛛の網透かして仰ぐ雨後の虹   神田尚計

向日葵や植えし愛児の背丈越え   大久保泰司

夏真昼田水はまさに沸かんとす   杉本達夫

ひまわりや夏目雅子のあの笑顔   河村洋子

雨上がり跳び付けそうな虹の橋   川俣栄一

第193回句会 8月21日(日) 於:生涯学習センター

兼題「盆の月」 「新豆腐」

我もまた過客の一人盆の月    片平るみ

静けさや原爆ドームの盆の月  比護喜一郎

新涼や磨きあげたる銀の匙    河村洋子

山を褒め水を称えて新豆腐    神田尚計

撥の打つ津軽の響き新豆腐    橘優治

欠伸して妻の褒め居る盆の月   神田尚計

行列の出来る老舗の新豆腐    河村洋子

盆の月破風の家紋のくっきりと  河村洋子

まっさらな夫婦箸添へ新豆腐   片平るみ
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＜ゴルフ部会＞  

秋季ゴルフ会を、下記の通り開催しますので、奮ってご参加ください。

部会員でなくても稲門会員であれば、どなたでもプレーできます

(新規参加者歓迎)

1．稲門例会：10 月 3 日(月)  美里ゴルフ倶楽部（埼玉県美里町） 08：30 スタート

  プレー費はセルフ、乗用カート、昼食付で 4Ｂ 8,800円(70歳以上は 700円引き)、参加申込期限

は9月 15日となります。

   当ゴルフ場での開催は、今回で3回目となりますが、フラットなコース造形で芝の状態もよく、

距離も長くはないので、よいスコアーを期待できるとして、会員間で人気があります。

２．東久留米三田会との定期戦：11 月 8 日(火) 熊谷ゴルフクラブ (埼玉県熊谷市) 08：35 スタート

プレー費はキャディ付、乗用カート、昼食付で 4Ｂ 13,428円（70歳以上は 800円引き）、参加申

込期限は10月 15日です。

対抗戦形式の、この懇親ゴルフ会は、平成16年にスタートし、今回26回目を迎えます。稲門会

は団体戦では5連勝中、個人戦も7大会連続で優勝者を出していて、近年は三田会を圧倒しており

ます。

お問い合わせ、および申し込みは、伊東毅 ℡＝Fax：042-471-7114

e-mail:tsuyoshi_ito@tenor.ocn.ne.jp までご連絡下さい。   伊東 毅記

＜野球早慶戦観戦部会＞ 10月 30日(日) 第 2戦観戦

今シーズンも、早慶戦第2戦を観戦します。

日時：10月30日(日) 午前10時30分 東久留米駅改札口集合

費用：交通費＋入場料＋昼食代(お弁当)＋飲み物

※参加希望の方は、髙橋事務局長まで連絡を ℡042-474-2366 （詳細は同封のチラシ参照）

＜旅行同好会＞  11 月 6 日（日）～7 日(月) 「長岡、瀬波温泉、弥彦神社、寺泊、バスの旅」

東久留米稲門会旅行同好会の旅行も第 10 回を迎えることになりま

した。毎回15名以上の方が参加されており、参加された方々からは「大

変楽しかった」というお声を頂いております。皆さんの声にお応えす

べく、これからも楽しい旅行を計画していきます。

今回は長岡を訪ね、瀬波温泉からの夕陽をお楽しみいただき、弥彦

神社に参拝して、最後は寺泊で買い物をするバスの旅としました。瀬

波温泉は日本海に面しており、露天風呂から日本海に沈む夕陽を見ら

れることで有名な温泉です。

また、瀬波温泉のある村上市は鮭の遡上で有名なところで、店ごとに何百匹という塩引き鮭がぶら下

がっている光景は圧巻です。

晩秋のこの時期、楽しい仲間と二日間のバスの旅に出かけてみてはいかがですか。大勢の方の参加を

お待ちしています。なお、バスは高速道ではこまめに休憩を取りながら行きます。

■日 程：平成28年 11月6日(日)～11月7日(月)

■集 合：平成28年 11月6日(日) 午前6時 45分 東久留米市役所前

■行 程：11月6日(日)

  東久留米市役所前7：00＝＝7：30所沢ＩＣ＝＝関越＝＝8：10上里ＳＡ8：25＝＝10：30長岡＝＝

  10：50河合継之助記念館11：20＝＝11：25山本五十六記念館11：55＝＝12：10越後長岡小嶋家本

  店(昼食)天へぎそば13：00＝＝長岡13：20＝＝15：00村上瀬波温泉ＩＣ＝＝15：30大観荘せなみ

の湯(日本海に沈む夕陽を眺めながらの露天風呂をお楽しみください)
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  11月 7日(月)

  大観荘8：30＝＝9：00村上 味匠きっ川(塩引き鮭の見学)9：30＝＝村上瀬波温泉ＩＣ9：45＝＝

  10：45 巻潟東＝＝11：15 弥彦神社参拝＝＝12：00＝＝12：25 寺泊(昼食)かにめし定食 食後は魚

の市場通り13：20＝＝中之島見付14：00＝＝15：35谷川ＳＡ15：50＝＝17：30所沢ＩＣ＝＝

  18：00東久留米駅前

■会 費：35,000円

※参加希望者は、井坂 宏 ℡042-477-1632 e-mail:isk-h112226@globe.ocn.ne.jp  

    または、 平山正徑 ℡042-473-3289 e-mail:mx3hirayama@m8.dion.ne.jp

     まで、ご連絡下さい。（所要人数になり次第締め切らせて頂きます）     井坂 宏記

＜ラグビー観戦部会＞ 早稲田ラグビー観戦のご案内

以下の試合を観戦します。10月、11月の試合のチケットはすでに発売されています。9月第三週中に

手配します。12月の早明戦は10月の連休前には手配する予定です。希望者は早めにご連絡ください。

10月 2日  vs. 筑波 14:00 K.O （11:30 慶・成戦有）一般席＠1,600

11月 6日 vs. 帝京 14:00 K.O （11:30 慶・明戦有）A指定席＠3,000

11月 23日 vs. 慶応 14:00 K.O     A指定席＠3,000

12月 4日   vs. 明治 14:00 K.O    東 S指定席＠4,000

いずれも秩父宮ラグビー場です。

さて今年の早稲田：帝京・東海が強くなっても何とか年越しをと期待してシーズン入りするも、ここ

二年続けて果たせず。残念な幕切れに終わっている。今年は、対抗戦グループからの大学選手権出場は

４校に限られてしまった。帝京、明治、慶応、筑波のどこかを食わなければ年越しどころか選手権その

ものへの進出も？？。後ろからは青学も狙っている。

春の戦績を記します。

5月 A36:17高麗大、C7:59関東学院A、B17:45青学B、A29:31青学A、A24:19拓大A、B33:45日大B、

A0:36同志社A

6月 B7:59慶応 B、A5:57慶応A、B7:74明治B、A19:24明治A、A10:68大東大A、新人14:33慶応新人、

A26:28法政A、B14:26法政B

7月 C12:53東海 C、A7:36東海 A、B26:38東海 B、新人28:28明治新人

ここまでに感じた事：

・監督・HCが替わって、練習の雰囲気、内容が大分変った。体幹強化運動とレスリング練習が多くなっ

た。その分ボールを持っての練習が少なくなった。スクラムはフッキングせず、押し込んでオーバーす

るのを狙う。これまでの早稲田には考えらないこと。強力FWの明治にクイックヒールアオウトで抗する

早稲田のイメージが脳裏に残る者には。オーバー狙いのスクラムで良いのか？？ 試合でもマイボール

スクラムをフッキングせず相手に取られてしまい、大きな敗因になったのが幾つも。

・早稲田に勝った相手では青学が選手・OBともども大喜びしたが、他はさほど。練習試合であっても早

稲田に勝つのは特別なものと飛び上がっていたのは昔の話か。敗戦の口惜しさ以上に寂しさが。

・新人早慶明戦：これまで早慶戦は勝ったり負けたり。早明戦は負けることが多い。6,7年程前には0:96

の屈辱的敗戦があった。それでも4年生になった時の早明戦には勝っている。

今年の新人、人数小でも上質。怪我の桑山弟を欠くも、U20から戻ったSH斎藤直人君が入ってベスト

メンバーで臨んだ早明戦。21:28で早稲田久々の勝利かの戦況。終了間際明治TRYで28:28と追いつか

れる．（内心引き分けで上等）。早稲田K.O.で Restart、Last one playか。ところがこれから壮絶。

互いにPenaltyでボールを得ても蹴り出さず。Quickで攻める。Tryしなければ気がすまない、行ったり

来たり10数分。笛を吹いたのがOBの大平君だけに、「暑い中もうイイジャナイカ」と声を掛けたくなる
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程の熱戦。春シーズン最高の試合でした。

今年の一年生イイゾ。明治相手に引き分けで良しとせぬ心意気4年間持ち続けてくれよ。

菅平合宿

8月 13日入山（シニアは網走で約一週間練習合宿を済まして）

練習試合：

17日 A４３：２１中央A、  B４８：１２中央B

18日 C１９：４０東洋A、  D３９：３１東洋B

20日 C２８：２４帝京C、

早稲田ボールでKO。張り切って追ったらエアータックルしてしまいシンビン。早々14人になった処で

帝京Try０：７．Restart後はデフェンス頑張って敵陣。ミスしてもスクラム押し気味。ターンオーバー

からCTBフリン君、パスダミーで裏に抜け、左へLong pass、FB作田君走り切ってTry7:7．Penalty kick

→Line out→攻撃継続→HO我家君中央にTry１４：７．しばらく敵陣でのターンオーバーでボールは行

ったり来たり、ミスってもスクラム安心。Line outからFWで縦縦PR井上君中央にTry21:7．帝京ボー

ル K.O.Restartから自陣停滞長い。帝京モールからTry21:14．Half time。

雨が強くなった処で後半帝京ボールKO.帝京Line out→モールからTry21:19．後半になって自陣で

懸命のデフェンスで何とかTryを防いでいる時間長い。35分頃遂にIne out→モールで失Try21:24．

終了間際敵陣２２ｍで得たスクラムからsideを突いたSH杉本頼君、Postど真ん中にTry. Goal成っ

て 28:24逆転勝利。デフェンス、スクラム春からの急成長を示してくれました。

この後豪雨下のD戦、2Try献上D０：１０帝京D。

21日 於：サニアパーク A22:47帝京 A

帝京ボールでKO。早稲田はHighpunt+chase、やTouchkickで地域を取る戦法の様だ。先制したのは早

稲田。敵陣で得たスクラムで帝京再三Penalty。その都度スクラムを選択。3,4度目に遂にプッシュオー

バーしてスクラムTry. 7:0．その後は強くて速い帝京Backsに Linebreakで走られ、Kickpassを抑え

られて失Tｒｙ7:12．PGを決めて10:12で前半終了。

後半早稲田タックルで得たボール→WTB水谷→WTB本田→LO桑野→ＳＨ斉藤直人君Try。SO岸岡→

shortkick帝京モタツキ→CTB黒木君押さえてTry. 二本のTryで12点加点の22点。帝京はBacksの

Linebreak＋展開やPR堀越の走りで５Tryで３５加点の４７点でした。全体的にみてスクラムは早稲田、

Lineoutは帝京、Backsの展開・得点力は帝京を感じる試合でした。

途中退場したCTB中野君とWTB桑山兄の怪我が心配。

続いて B５：４８帝京B

やっとOne Try。それでも昨年のB戦より大分まし。

22日 於：早稲田グラウンド D２１：１４東洋C、 E７：１０東洋D

桑山兄が包帯を巻いた腕を肩に吊っている。それより心配なのは中野君の姿がない。一人下山する程

の怪我だったのかな。

24日 於：早稲田グラウンド  A１９：５２東海A、  B７：２１東海B

25日 C７：４０東海C、  D１９：４１東海D

24日、25日の記録はRugby部 HPからの転載ですが、なんと24日の Aに桑山兄がWTBで出ている。しか

も One Try。良かった大過なくて。

26日はダボスに登って、勝利の部歌「荒ぶる」練習。菅平下山。

9月 3日 17:00 上井草で清宮ヤマハに胸を借りる。

9月 17日 16:00 於：海老名 での成蹊戦で対抗戦突入。

頑張れ早稲田RUGBY。進め、大学選手権に。                     藍原昌義記
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東稲広報室

＜大学運動部への寄付＞

今年度の組織強化補助金の申請条件としての、大学運動部への寄付ですが、オリンピックのメダル獲

得支援もあって、7月27日付で水泳部へ5万円の寄付を実施しました。

＜ホームページ＞

①遅くなりましたが、規約の改正及び入会申込の修正をいたしました。今後ともホームページの充実に

努めてまいりますので、宜しくご支援お願いします。

②各部会の、ホームページ担当者選任のご報告をお願いします。前号でもお願いしましたが、まだ担当

者選任のご連絡をいただいていない部会があります。

③ホームページの「お知らせ」につきましては、開催後1カ月を経過しましたら、事務局で削除します。

＜会費未納の会員の方へ＞

今年度会費未納の方に、今回のポストマンで払込用紙を配付しますので、納入方お願いします。

＜稲門祭グッズ販売のご報告＞

2016年稲門祭グッズ購入「奨学金支援」に、ご協力頂きありがとうございました。お陰様で今年の目

標 14万円に対し、実績は20万 6千円(ご協力者45名)と、皆様のご協力により大きく目標を上回ること

ができました。重ねて御礼申し上げます。

尚、稲門祭は10月23日(日)に行われます。当日、グッズ2,000円お買い上げに付1本の福引抽選が

行われます。昨年、一昨年ともに11本の当選者が出ました、どうぞお楽しみに！当選者には賞品をお届

けします。                            担当：村野建彦 小野泰右

＜稲門祭グッズ福引抽選券番号一覧＞

10月 23日(日)の稲門祭当日に行われる福引の抽選番号は以下の通りです。

大野=東久留米三田会（4926・4927・4928・4929・4930）、藍原昌義（561・562・563・564・565）、

安次嶺暁（566・567・568・569・570・571）、安宅武一（572・573・574・575・576・577）、鮎貝盛和（578）、

伊坂宏（579）、伊東毅（580・581）、上原哲也（582・583・584・585・586）、上田敦嗣（587・588・589・

590・591）、上田芳裕（592）、栄田征子（593）、榎本幸子（603）、大矢眞弘（594）、大島勝典（595）、

小野泰右（596・597）、小山田朋樹（598・599・600・601・602）、梶井琢太（604）、川上昇一（605）

金子孝司（606・607）、神田尚計（608）、片平るみ（609・610・611・612・613）、河村洋子（614）、

吉川明美（4924）、久家政裕（615）、清水正弘（616・617.618）、高橋哲男（619・620・621）、橘優治（622・

623・624）、塚越崇（625）、東海俊孝（635・3802）、高柳康夫（3803）、長束輝夫（4586）、平山正徑（4587）、

比護喜一郎（4588・4589．4590・4591・4592）、福田稔（4593）、帆角信美（4594）、本間信一（4595）、

松崎博（4596）、武藤豊（4597）、村上万里（4598・4599）、村野建彦（4600・4716・4717.4718・4719）、

山岡恭子（4720・4886・4887・4888・4889）、山崎敬雄（4890）、米光慶二郎（4921）、山口謙二（4922・

4923）、渡辺真司（4925）、

＜エッセイ募集＞

「読者のみなさん、エッセイをご寄稿ください！」
エッセイの内容は「趣味（過去・現在）」「スポーツ（過去・現在）」「想い出話」「楽しい話」「笑える

話」「失敗談」などなど、なんでもＯＫ、肩肘張らずざっくばらんに書いて送ってください。字数は制限

ありませんが、1,200字程度だと有り難いです。原稿は紙・メールいずれも可。お待ちしております。

宛先：

別処尚志 〒203-0023東久留米市南沢1-21-10 ℡＆Fax042-475-1710 ＜t_bessyo@jcom.zaq.ne.jp＞

小山田朋樹 〒203-0023東久留米市南沢4-11-8 ℡＆Fax042-478-6430 ＜QZR12263@nifty.com＞
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〈会員リレーエッセイ〉 ～噴水広場～

～ 横 綱 白 鵬 ～ との出会い
武藤 豊(33年 法)

本年4月 28日、宮城野部屋相撲道場で横綱白鵬と面談しました。

縁あって横綱白鵬との接点が出来ました、その縁とは過日、私が大阪の某Ａさんに“龍 聚 鳳 翔（り

ょうじゅほうしょう）“龍は聚（あつまる）鳳（ほう）は翔”（はばたく）の書（掛軸.畳一畳の大きさ）

を贈呈しましたところ、偶然にも横綱の目にとまり譲って欲しいとの話がありましたので、改めて同じ

ものを書き、今回、横綱に献上することになったものです。

“龍 聚 鳳 翔”の鳳は白鵬の鵬、 翔は白鵬 翔（白鵬のフルネーム）の翔です、横綱は掛軸を

見た途端、俺の一番好きな龍の字が活き活きとしている、龍が生きている、そして鳳は字は違うが俺の

鵬だ、それに翔は俺の名前だ、これは縁起がいい、と叫んだそうです

そう言う事で横綱が凄く気に入って是非、譲って欲しいとの申し出の経緯もあって今回の運びとなっ

たものです。日本の国技の相撲業界の第一人者の目に留まり要望されたことは幸運でした。

過日（4月28日）横綱の所属する宮城野部屋の相撲道場に書を持参して、横綱には、この掛軸の書は、

龍 聚 鳳 翔（りょうじゅほうしょう）と読みます。意味は横綱が龍の如く勇壮雄大で鳳の如く高貴

で優雅な雄姿である旨解説したところ、横綱を中心に土俵を取り囲んだ新聞記者やカメラマン、そして

贔屓筋の面々が一斉に大拍手、横綱は満面の笑みで大変喜んでくれました。そして,横綱からは、武藤さ

んこの5月夏場所は優勝します、と力強い発言がありました。（現実に全勝優勝しました）頑張ってくだ

さい、応援しています、としっかり握手しました。死に物狂いの稽古を終えた10数人の若手力士、そし

て周囲の面々から横綱優勝、優勝と大合唱のエール。

それから、横綱が書いた白鵬 翔著 “勝ち抜く力”の本に毛筆で ～武藤さん、白鵬、夢、～と堂々

報道陣やカメラマンに囲まれた中で横綱とツーショツト、私は横綱の 50センチ前で 30センチ高の踏み台の上に立っています。
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白鵬を育てた宮城野親方とチャンコ鍋を突きながら

入門時の痩せ細った白鵬の可愛い姿の話を・・・

とサインしてくれました。夢の字を特に大きく立派に書いてくれました。夢は横綱の人生哲学だそうで

す。サインの後チャンコ鍋をご馳走になりながら横綱が相撲道の話を雑談をしながらしっかりした口調

で喋ってくれました。その内容は横綱が書いた“勝ち抜く力”の本にも書いていますが以下の7つの名

言です。

１、目標を持とう、その目標を超えれば、次のより大きな目標が見えてくる

２、山が高いからといって引き返してはならない、行けば必ず超えられる（モンゴルの諺）

３、鉄砲500回（最近は1000回）四股、摺り足、相撲道の基本をしっかりする

    (鉄砲とは相撲道場にある「大きな柱」に向かって行なう突っ張りの稽古法)

４、流れの中で勝機を掴む、決して勝ちに行ってはならない

５、優れた人々に近づいていきたい

６、未だ木鶏たりえず（双葉山の愛した言葉）、われ未だ白鵬たりえず

   （木鶏とは強い闘鶏は、木彫りの鶏のように動かず泰然としている）

    (元横綱の双葉山が69連勝で途絶えた時に残した言葉)

７、相撲道は、稽古、稽古、稽古、そして稽古（大鵬の教訓）（横綱白鵬は双葉山と大鵬を尊敬している）

第 69代横綱、歴代最多37回

優勝、生涯戦歴997勝、の輝

かしい実績を誇る横綱と話が

出来たことは僥倖でもあり一

生涯の良い思い出となりまし

た。土俵での威嚇い表情とは

程遠い円やかな（まだ32歳）

温和な話し方であり、猛烈な

稽古の後のシャンプー姿での

会話は好青年そのものの容姿

でした。また雑談ながら私の

日本の書道の話にも興味深く

耳を傾けていました。

横綱ともなれば、日本語は

勿論、漢字も相当修得してい

るようで、私と一緒に半紙に

夢、人生、美しい日本・・・

等を毛筆（筆ペン）であの大きな手で落書きしてい

る時の姿は純真無垢な小学生そのものの仕草でした。

反面、横綱が道場で稽古している雰囲気は物凄い

オーラーがあり相撲道場がふつ飛んで行くような緊

張しきった空気です、必死で横綱に立ち向つて行く

弟子たちの気迫、それに対応する横綱はまさに相撲

の神様の如くひときわ威風堂々とした雄姿が際立っ

ていました。

以上4月 28日、この五月場所（夏場所）に備えて

猛稽古に入った初日に横綱白鵬に書を献上した時の

対談です。                             

＜編集後記＞
9 月 7日は白露、大気が冷えてきて露を結ぶころ。ようやく残暑が引いて秋が訪れる、のは暦の上だけ
かな。秋と言えば食欲の秋、今年の旨いもの会はバーベキューを開催することになりました。久しぶり
のバーベキューですので、工夫を凝らしたものにすべく検討開始しました。それと、エッセイお待ちし
ております。

猛稽古の後シャンプーをして風呂に入る準備。 横綱が書いた「勝ち抜く力」の本に

「武藤さん、白鵬、夢」とサインをもらう。毛筆のサインは、なかなかのもの


